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荻 浜 エ リ ア

キュレーター Curator

Oginohama Area

名和晃平

エリアテーマ Area Theme

Kohei Nawa

プライマル エナジー - 原 始 の 力
Primal Energy

牡 蠣 の 養 殖 場 を 抜け て 細 道を 行くと現 れるホワイト

漁港から海沿いの山道を歩くと、貝殻で白

シェ ル ビー チ に は 、名 和 晃 平 の 作 品《 W h i t e D e e r

くなった小高いところに《 White Deer

(Oshika) 》、そして「 Reborn-Art DINING 」が。食堂

(Oshika)》がいます。近くの浜辺には正午

「はまさいさい」もある県 道 沿いの 牡 鹿ビレッジは、地

の「太陽」を観測する装置があります。その

域の方々と新しいなりわいやさまざまな循環の創出を

北側に三つの洞窟があり、暗がりの奥に蠢
く「光」や 赤く燃え続ける「炎」、青く光る

目指す拠点の 一つです。

「海」の断片が見えます。浜 辺を奥に進む
と、老木に菌糸を巻きつけた大きな「キノ

A white shell beach is the site of Kohei Nawa s

コ」が幹の先端で風に揺れています。荻浜

work White Deer (Oshika) and the Reborn-Art

エリアは、太 古 から存 在 する普 遍 的 なイ

DINING event. Find the beach after walking

メージが風景に溶け込み、原始的なエネル

past the oyster beds and going down a narrow

ギーに満ちた場になるでしょう。

lane. Oshika Village, along the prefectural road

As you walk along a seaside mountain path
from the fishing port, you will find White
Deer (Oshika) on a slightly elevated hill that
has become white with seashells. There is
an installation to observe the sun at
noon on the nearby beach. On the north
side of it are three caves where you can
see wriggling light in the darkness,
continuously burning red flame, and
fragments of the shining blue sea. As
you go further on the beach, you will see a
big mushroom with its mycelia twisted
around an old tree swaying on the tip of
the tree trunk in the wind. In the
Oginohama area, the universal image that
has existed since ancient times blends in
with the scenery, and it will be a place full
of primal energy.

where the Hama-Saisai eatery is also located,
is a key area in the campaign to generate new
economic opportunities and various positive
cycles of growth with the local populace.

ACCESS
石巻
河南 IC

県道 16 号

Prefectural Route #16

Ishinomaki
Kanan IC

Photo: Nobutada Omote | SANDWICH

Official Facilities in Oginohama

アクセス

国道 398 号

National Route #398

牡鹿半島の新拠点「牡鹿ビレッジ」

石峠
県道 2 号

Prefectural Route #2

荻浜バス停

荻浜

石巻鮎川線の東の食堂「はまさいさい」のあたりから西のレスト
ラン「 Reborn-Art DINING 」のあたりまでも含む一帯に、牡鹿

Oginohama

車で約 35 分

羽山姫神社

About 35 minutes by car

ビレッジは あります 。人 が 出会 い 、新しいなりわいが 生まれ 、
様々な循環が生まれる場所を地域住民の方々と共につくってい

荻浜インフォメーション

白浜山

INFORMATION in Oginohama
10:00 〜平日16:00（土日祝・8月13日〜16日は 17:00まで）
10:00-Weekdays 16:00 (Saturdays, Sundays,
public holidays, and August 13-16 10:00-17:00)

きたいという思いから、牡鹿半島の真ん中あたりに位置する荻
浜に生まれました。海と山に寄り添い、地域の価値を再発見し、

はまさいさい

活かし伝えていきます。

WC
New base in Oshika Peninsula Oshika Village
Oshika Village is located in the area extending from the restaurant

横浜山

H a m a - S a i s a i in the e a s t of I s hin o m a ki Ayuk awa Ro a d a n d the

駐車場

県道

約 100 台

D6

restaurant Reborn-Art DINING in the west of the Road. It was created

2号

in response to our and local people s earnest wish to have a place where
people encounter, new ways of living are generated, and various
circulations are encouraged. It was built in Oginohama located just in the
middle of the Oshika Peninsula. It aims to be in harmony with the sea and
mountains, rediscover local values, make use of them and pass them on.

WC
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Reborn-Art
DINING
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牡鹿ビレッジのイメージ図
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ホワイトシェルビーチ

名和晃平

D5

Kohei Nawa

White Deer (Oshika)

ふたつめの洞窟

名和晃平

Kohei Nawa

Flame

2017

「洞窟の暗がりの奥に赤く燃え続ける『炎』のような作品。人にとって、そしてこ

「鹿は古来から『神使』や『神獣』として、アニミズムや神道などの信仰のなか

の世界にとって、
『 炎』とは一体何か？『炎』のようなものと向き合いながら考

で親しまれてきました。近年、日本では鹿が増え続けており、人里に時々現れ

えてみたい」
（ 名和晃平）

る鹿は、
『 迷い鹿』と呼ばれます。
《 White Deer (Oshika) 》はインターネット

サウンドスケープ：原 摩利彦

上に現れた『迷い鹿』
（ 鹿の剥製）を取り寄せ、3Dスキャンして得たデータを元

協力：有限会社涼仙

に制作されました。牡鹿半島・荻浜に立つその姿は遠くの空を見上げ、旅の原
点である瀬戸内海・犬島の方を向いています」
（ 名和晃平）

展示イメージ

Photo: Kieko Watanabe (Pontic Design Office)
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ホワイトシェルビーチ

野村仁

D6

Hitoshi Nomura

みっつめの洞窟

村瀬恭子

Kyoko Murase

かなたのうみ

Analemma–Slit : The Sun, Ishinomaki

Over the sea

「石巻の地で元気な太陽を観るプラン。

「発見者になること、

太陽と目を合わせる刹那、不思議な時間感覚。」
（ 野村仁）

覗き込むこと、
目を凝らして見ること、
聴こえない音を聴くこと、
遠くから呼応する光。
海のイメージを洞内に持ち込む」
（ 村瀬恭子）
展示イメージ

展示イメージ
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ホワイトシェルビーチ沿いの浜

今村源

Hajime Imamura

きせい・キノコ‐2019
Parasitism, Mushroom - 2019

「寄生、共生と言葉では随分イメージが違いますが、厳密にはその境目は曖昧
で同じような生物間現象の右左として大きな広がりを持った関係と捉える方
がいいようです。人 知れず寄生、共生の関係を築きながら大きな循環の一翼
を担っている菌類に惹かれています。完全変態といわれる幼虫から蛹、蝶など
の変化も寄生から進化したという説もあるそうです。寄生されるといった負の
イメージが、いつか大きな変化や進化の発端になる力を含んでいるのかと見
ていくと何か開けていく思いになります」
（ 今村源）
Photo: Leo Nukumizu
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ひとつめの洞窟

WOW
Emerge
「荻浜エリアの山の麓にある洞窟は、
戦時中に旧日本海軍が魚雷を格納するために
作られたもので、
戦後数十年が経って、
入り口周辺は植物で覆われ、
岩の表面は苔
生し、
原始的な迫力を感じさせる雰囲気を醸し出しています。
《Emerge》
は、
洞窟の奥で蠢く光のインスタレーションです。
それは時に激しく、
放物線をランダムに描き出しながら、
暗がりのなかで様々な表
情を見せ、
鑑賞者に
『アニマ＝動きに宿る、
いのち』
を感じさせるでしょう」
（WOW）
協力：有限会社涼仙

展示イメージ
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※制作年の記載がないものは新作です ※写真・画像はイメージです

※アーティストのプロフィールなど詳細はオフィシャルウェブサイトにてご確認ください
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